
はじめまして︕
㈱リッジワークスです︕
⼈のために、地域のために、社会のために
「稜線」を描く
我々ができることを追及し続ける・・・
そんな会社を⽬指して・・・。
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はじめまして︕
札幌のソフトウェア開発会社のリッジワークスです︕
当社は２０１０年の１⽉に創業した会社で
⾃社ソリューションの開発を⽬指し、名古屋、札幌の２拠点体制で
組み込み系開発、業務系アプリケーション開発、ネットワーク構築などの
業務を⾏っています。
特に最近はiPhone,Androidなどのスマートフォン、タブレットといった
スマートデバイスを既存の組込み系開発、Web系システム開発と連動させた
り、IoT機器の開発なども⾏っています。
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会社概要
名 称 株式会社リッジワークス http://www.ridgeworks.co.jp

所在地 本社 〒064-0825 札幌市中央区北5条⻄25丁⽬4-1 525MMビル2F

TEL       011-213-7492 / FAX : 011-213-7591

名古屋事業所 ︓ 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁⽬15-3 サン・丸の内三丁⽬ﾋﾞﾙ 805号

TEL/FAX     052-253-8279

代表取締役 ⻑野 篤志

設⽴ 平成22年１⽉25⽇ 従業員 45名(平均年齢 30.8歳。 2020年4⽉現在。）

資本⾦ 1.500万円

売上⾼ 2億3,000万円（2019年8⽉決算時）

１．各種アプリケーションソフトウエアの企画、設計、製造、販売、輸出⼊

２．電⼦機器及びそのソフトウエアの企画、設計、製造、販売、輸出⼊

主たる業務 ３. インターネットによる各種情報提供サービスの企画、設計、製造、販売

４.  前各号に関連する市場調査、宣伝、広告

５.  前各号に付帯⼜は関連する⼀切の事業

６. 労働者派遣事業(派01-300906)
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医療・福祉は、これからの⽇本の
最重要課題です︕

⾼齢者も⽣産⼈⼝としてみなすために、年をとっても元気に働ける社会を作る︕
そしてただ省くのではない「クオリティーを落とさない」仕組みを作ることで

安全・安⼼な社会作りが必要、と我々は考えます。

当社は将来⼈財難により⼤きな影響が出るであろう
医療・福祉分野での 労働⼒確保のために、

ＩｏＴ、ロボットなどの先進技術を利⽤したサービスを創造することを⽬指し
積極的にチャレンジしております。

⽼いたくない、でも「⽼い」は必ず来る。
そして、⾃分が⽼いたときに「楽しく⽣きられる」世界を今から準備する。
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当社の取り組みとして・・・
10年後・20年後・30年後・・・の未来を⾒据えて
今から取り組んでいることがあります。

世の中に「役に⽴つ（であろう）」モノを創造する︕︕

“ 快適、幸せ、満⾜ ”「感」が尺度
→この基準をもとに「サービス」として展開できるものを創造する

・発想をカタチにするスピード感
・新しいこと、モノに興味関⼼を持つ⼼を持ち続ける︕

組織→共鳴（部⾨、チーム内）、共栄（社内全体、社会全体）の精神
→ 成功も失敗も「伝える」︕

→「情報共有」、「連携プレー」、「切磋琢磨」の気質の醸成
「右から左に流れている仕事を淡々とこなすような仕事はしない︕」

・⽬標、⽬的にあった仕事を追い求める。
・「職⼈気質」を持った技術者集団を⽬指す。

「気づいた」社員たちの集合体︕少数でも最⼤の効果を発揮する︕︕ 5

「ありがとう︕」
「助かったよ︕」
「便利だね︕」
って、何回⾔われ
ても嬉しいよね︖



リッジワークスの“ ”

世の中に「(まだ出て)ない」ものを創る︕
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×× ××× ×
物事を
どれだけ簡単に
考えられるか︖

実現するために
どれだけ早く
作れるか︖
効率の良いツール
やテクニック、⾔語
探し︕

どれだけ強い想いで
取り組めるか︖

むずかしいことをいかに
わかりやすく
会社の仲間、お客様に
伝えるか︖

メーカーの仕事から「技」を
学ぶ︕
勉強会に参加︕
実験から学ぶ︕

「なんとしても完成させる︕」
という想い
あきらめない気持ち



リッジワークスの“ ”
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仕事
昼
休
み

帰
宅

・ネットで勉強会
(チーム、個⼈)

・残業
・社内勉強会

・家事
・遊び、学び

12:009:00 13:00 18:00 18:30

仕事

・家事
・遊び、

学び
・家事
・遊び、学び

社員それぞれの⽣き⽅︕

・無駄な残業は「しない」「させない」︕

・今しなければならないことをしっかりと︕

・汗をかいた⼈が報われる組織に︕
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新卒未経験⼊社しましたが、
皆さん優しく教えてくれます。
社内研修というものがあり、

基本の事から教えてくれます。

研修では全くの未経験だった
こともあり、慣れるまでに

時間かかり苦労しましたが、
それ以上にできた時の達成感
がとても⼼地いいので頑張る

ことができます。。

⼊社してからもきちんと働けるのかが
とても不安でしたが、

説明会と⾯接を受けた際、
会社が⽬指していることや、⼊社し
てからの具体的な説明が多く、
社員の⽅々の⼈柄も良かったので
安⼼して頑張っていける会社だと

思いました。

新⼈社員の声
“⼊社直後 “編
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新⼈社員の声
“どんな会社︖““抱負“編

現在は⾃分が仕事を教わり、
育てられる側ですが、

将来はこれから活躍してい
けるような後輩たちを育てる⼈

になりたいと思っています。

⼀⾔でいうと
「素でいられる会社」だと思います。
もちろん、基本的な常識やマナーは

⼤切ですが、
気さくで明るく話しやすい社員が多く、

リラックスして働ける環境です。

今は教えられる⽴場ですが、
先輩社員になった時に、

新⼈にも教えれるよう技術とし
ても社会⼈としても磨いていき

たいです。

開発が始まる前の環境の
設定がいつも苦⼿で苦労しています。

新しい⾔語を勉強するとき
覚えないといけない細かいことが

多く、苦労しています。
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先輩社員の声 まず、努⼒すれば必ず成⻑できます。
周りの先輩⽅はいつも助けてくれる環境です。

⼤企業ではありませんが、だからこそ⼩回りがきき、
社員1⼈1⼈の声を聞いてくれます。

また、⻭⾞の1つとして作業を⾏うのではなく
それぞれの役割をしっかりと認識して仕事ができるので

他社の同じ経験年数の⽅と⽐べて、リッジワークスの社員は成⻑が早いです。

やる気と積極性があればどんな困難も乗り越え
みんなと成⻑していける職場だと思います。

まず、努⼒すれば必ず成⻑できます。
周りの先輩⽅はいつも助けてくれる環境です。

⼤企業ではありませんが、だからこそ⼩回りがきき、
社員1⼈1⼈の声を聞いてくれます。

また、⻭⾞の1つとして作業を⾏うのではなく
それぞれの役割をしっかりと認識して仕事ができるので

他社の同じ経験年数の⽅と⽐べて、リッジワークスの社員は成⻑が早いです。

やる気と積極性があればどんな困難も乗り越え
みんなと成⻑していける職場だと思います。

少しずつお客様と直接打ち合わせする機会が増えるに連れ
お互い齟齬のないように話を進めていくことが意外に難しいと感じました。

はじめの少しの認識のズレが後々⼤きな問題に発展する可能性があるので
お客様に合わせた⾔葉を選ぶなど気をつけるようにしています。

少しずつお客様と直接打ち合わせする機会が増えるに連れ
お互い齟齬のないように話を進めていくことが意外に難しいと感じました。

はじめの少しの認識のズレが後々⼤きな問題に発展する可能性があるので
お客様に合わせた⾔葉を選ぶなど気をつけるようにしています。

短期⽬標は、社員1⼈1⼈にこれからのビジョンを⾒せ
それに従った仕事を割り振り、それぞれに合わせたスピードで成⻑してもらうよう調整していくことです。

中期⽬標は、アイディア出しが得意ではないので、世の中の流れやITとは違う分野にも⽬を向け
柔軟な発想ができるよう努⼒することです。

短期⽬標は、社員1⼈1⼈にこれからのビジョンを⾒せ
それに従った仕事を割り振り、それぞれに合わせたスピードで成⻑してもらうよう調整していくことです。

中期⽬標は、アイディア出しが得意ではないので、世の中の流れやITとは違う分野にも⽬を向け
柔軟な発想ができるよう努⼒することです。



リッジワークスでの「仕事」 <客先常駐編>

社内開発部隊

パートナー

企業の

社員の方々社員 VPN経由で

社内LANにアクセス

「お客様」のもとで
仕事をしながら
「先進技術、ノウハウ」を
勉強する

メーカー

SIベンダー

パートナー

企業の

社員の方々

社員
パートナー

企業の

社員の方々

社員
パートナー

企業の

社員の方々

社員



リッジワークスでの「仕事」<社内開発編>

よりお客様のニーズ（価格、内容）
に合ったソリューションを開発

お客様

先進の技術
ノウハウ

・上下関係なく議論
・お客様と「話しこむ」



開発実績
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弊社開発製品 １
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 Inspect-R ( ⾃主検査アプリケーション）
○ゼネコン向け 建物完成時の瑕疵箇所チェック

（約２００カ所が可能）
○ログイン管理が可能
○⼤量の設計書を持って歩かなくてもタブレットで

管理が出来る。
○２０１９年秋よりクラウドサービスも開始予定

bｙ
社内

勉強会



弊社開発製品 ２
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 実は製品名がありません・・・
○⼤学病院と医療メーカーとの共同開発で、

呼吸器系疾患の患者様の活動量計を開発
○データは歩⾏開始/終了⽇時、歩数、最⾼速度

などが記録されます。
○データはSDカードに記録してパソコン上から

確認及び他アプリケーションで使⽤が可能
○ログで管理
○BluetoothやWi－Fiは使⽤しないので

病院内も安⼼です。

bｙ
社内

勉強会



弊社開発製品 ３
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 A                    (アイモ センス)
○騒⾳・⼈感・湿度・照度などを感知
○⺠泊などで、騒⾳管理や⽕事、電灯、不法滞在などを

遠隔で管理できる。
○照明器具のアタッチメント部に取付けが可能で

天井取り付けにより広範囲の管理が可能。
○センサー部を⼊れ替えると、別転⽤が可能

（病院・介護施設・個⼈宅や⼯場などでも可能）
○ランニングコストが４００円程度/⽉
○アプリで管理が可能
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弊社開発製品 ４
 (アイモ センス-f)
○臨床⼯学界のニーズを受け、aimoSenseの

機能を⾳響だけに絞り、開発。
○⽣活環境⾳の中から、アラーム⾳、固有の異常⾳

のみを感知し、スマートデバイスに警告表⽰します。
（本ロジックについては特許出願中）

○⽉額利⽤料800円/1アプリ と、業界内では
低⽔準の⾦額で利⽤可能。



人々が
人間らしい生活や
自分らしい生活を送り
人生に幸福を見出すための
「支え」になる



「スイミー」って知ってますか？



２０２０年度 新卒採⽤ 募集要項

 採⽤募集要項
職種 ︓ 組み込み系開発技術者・オープン系システム開発技術者・各種携帯電話向けアプリケーション開発

※ 適正を判断した後、配属を決定いたします。

勤務地 ︓ 札幌 ・ 名古屋 （引っ越しを伴う転勤は基本的にありません。）

勤務時間 ︓ ９︓００〜１８︓００ （実働 ８︓００）

※配属先で変更の場合もあり

募集学部学科 ︓ 全学部全学科

応募要件 ︓ ２０２１年卒業⾒込者

給与 ︓ １８０，０００〜２５０，０００（当社規定による）（２０１７年実績）

※別途、残業代、交通費の⽀給有 （前年度 ⽉平均所定外労働時間 24時間）

賞与 ︓ 年２回 ７⽉ １２⽉ （業績による）

休⽇休暇 ︓ 完全週休２⽇制（⼟・⽇）、祝⽇、年末年始、年次有給休暇（初年度１０⽇）、慶弔休暇

夏季休暇、誕⽣⽇休暇、育児休暇、介護休暇

保険 ︓ 健康保険、厚⽣年⾦、雇⽤保険、労災保険完備

福利厚⽣ ︓ 確定拠出年⾦（４０１K）、各種レクレーション施設との連携、親睦会

育児休業制度、介護休業制度、企業主導型保育事業所を運営（札幌市内２園） 20



当社の求めている⼈財

☆ 挨拶ができる⼈。
☆ 嘘をつくのが不得意な⼈。
☆ 約束をきちんと守ることができる⼈。
☆ 他⼈に対して出来ないものは、はっきりと伝えることができる⼈。
☆ 間違った事をしたとき、素直にわるいところを認められる⼈。
☆ ３年後、５年後、そして１０年後の将来像が描けている⼈。
☆ ⾃分⾃⾝の⽋点を理解している⼈。
☆ 新聞を読み、ニュースを聞き、社会全体の事柄に敏感な⼈。
☆ 相⼿の気持ちがわかる⼈。
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技術は⼊社後からしっかり学びます︕
まずはキャラで勝負です︕︕



主な出⾝校・・・ ※五⼗⾳で表記

○ 私⽴愛知⼯科⼤学 ⼯学部 情報メディア学科
○ 愛知⼯業⾼等学校 電⼦機械科
○ あいち情報専⾨学校 情報処理科
○ ⻘⼭建築デザイン・医療事務専⾨学校 建築設計CAD科
○ 北⾒⼯業⼤学 ⼯学部 電気・電⼦⼯学科
○ 札幌⼤学 経営学部 経営学科 及び 法学部 法学科
○ 札幌国際⼤学 ⼈⽂・社会学科
○ 札幌ビジュアルアーツ専⾨学校 ⾳響学科総合⾳楽専攻
○ ⽇本⼯学院 北海道専⾨学校 ゲームクリエイター科
○ 公⽴はこだて未来⼤学 システム情報科学部 情報アーキテクチャー学科
○ ビジネス・ブレークスルー⼤学 経営学部 ITソリューション学科
○ 北海道 札幌南稜⾼等学校
○ 北海道 札幌平岸⾼等学校
○ 北海学園⼤学 経営学部経営情報学科 及び 経済学部 経済学科 及び⼯学部電⼦情報⼯学科
○ 北海道⼥⼦⼤学短期⼤学部 経営情報学科
○ 北海道情報⼤学 経営情報学科 情報メディア学部 及び 経営ネットワーク学科
○ 北海道情報専⾨学校
○ 室蘭⼯業⼤学 ⼤学院 情報電⼦⼯学系専攻 22

○ ⽴命館アジア太平洋⼤学
○ 東川町⽴東川⽇本語学校
○ Asian University for Women (バングラディシュ、ダッカ)



選考方法

【採⽤フロー】

【⼀次選考】適性試験

【⼆次選考】 社⻑⾯接

【最終選考】 リーダー⾯接

【内 定】

※各選考の結果は、合否に関わらずご連絡いたします。
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技術は
後からついてくる︕

まずはキャラで
勝負です︕


